AGUSAS BUSINESS PLAZA
in 新居浜
2019 年 12 月 6 日（金）10:00 〜 17:00
会場 : 新居浜テレコムプラザ 1 階
いつ発生するか分からない災害。
今の働き方、アップデートいたしませんか？
もしもの時のための防災、備えは万全ですか？

ひとえに「働き方改革」といっても、さまざまな取り組み方があります。

何をどう改革すればよいか、当日ご紹介させていただきます。ぜひ！ご来場くださいませ。
IC カードを使って手軽に
机上をそのまま PC 上に再現。
コスト削減･セキュリティ対策。 作業しやすい「電子の机」に。

印刷

ジョブを選んで
初めて印刷

書類であふれたいつもの机が

IC カードでログイン

世界最速のハイスピードを実現。
くるみ製本や封入封かんまで
自動化可能で仕事の効率 UP に。

最高

160 枚 / 分
A4 片面フルカラー

1.44 円 / 枚
A4 片面モノクロ

･･･

0.50 円 / 枚

紙で行っていた
カメラ映像と資料の共有で
働き方を変える
調査･点検報告書作成を効率化。
会議の時間とコストを削減。
快適で美しいオフィス空間創り。
作業時間を削減
減。
事務作業時間を削減。
コミュニケーションの活性化にも。

就業管理システムと連動し
勤務実績を簡単に計算。

インターネットを利用して
パソコンやモバイル端末上で
学習を行う仕組みを構築。
時間と場所の制約がなく、受講者の都合・
習得度に合わせた学習が可能。
新入社員教育、ベテラン社員の技術習得
など受講者のスキルに合わせて展開可能。
受講者の理解度や進捗の管理が容易で
教育のための時間コストの削減にも貢献。

日頃の煩雑な売掛・買掛業務や
在庫・顧客管理をシステム化。
軽減税率にも対応済。

仕事の効率と品質を支えるクラウドサービスです！
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紙文書と電子文書がひとつに
紙文書と電子文書がひとつに
書と電子文書がひとつに
紙文書と電子文書がひとつに

クラウドサービスとの連携 / シームレスな印刷環境 / クラウドベースの認証環境

リンクフォルダーで文書を共有
リンクフォルダーで文書を共有
クフォルダーで文書を共有
リンクフォルダーで文書を共有
好きな時に、好きな場所で、安全に！

他の人が使用中

自分のデータを、いつでも、どのプリンターでも
出力したい。でもセキュリティーも気になる。
Anyplace Print for MEAP ADVANCE は、
自分の印刷ジョブを、セキュリティを確保しつつ、
ネットワーク上のどの複合機／プリンターからでも
出力可能にするシステムです。例えば、自分のデスクの
PC からプリント指示を行い、会議室から出力したり、
印刷指示をした後に他の人が大量に出力していれば、
読み取り
読み取り
登録 登録
わざわざデスクに戻って指示をし直さずに
読み取り
読み取り
登録 登録
お客様が修正
お客様が修正
他のところから出力したりすることが可能です。

お客様が修正
お客様が修正
登録完了
登録完了

プリント可能

登録完了
登録完了

紙文書と電子文書を一元管理するドキュメント有効活用ソフトウェア「DocuWorks 9」
■ PC 上に“電子の机”を再現
DocuWorks Desk は、机の上に紙の文書が
置かれているかのように、DocuWorks 文書
を並べて表示します。束ねる、ばらすなど、
ファイル単位での編集が可能です。

■ 紙文書と電子文書がひとつに
紙文書は、複合機のスキャン機能で電子化
（DocuWorks 化）し、文書管理できます。

■ リンクフォルダーで文書を共有
リンクフォルダーには、ネットワーク上に
あるフォルダーへのリンクを設定できます。
共有された文書は DocuWorks Desk から検索や文書の確認・編集が可能になります。

オフィスあんしんオンラインオフィススイート（マイクロソフト Office 365）
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最新版のOffice アプリケーション
1つのライセンスでOffice アプリケーションを
タブレットやスマートフォンなどで使用できます。

情報共有・文書管理
クラウド上での、安全なドキュメント管理により、
災害対策になります。
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メール・スケジュール管理

在席確認・チャット・Web会議

スパムやマルウェアからメールを保護しながら、
アクセスを維持します。

最大250ユーザーとの同時通話が可能です。

点検エース for Excel® + ZEROSHOCK タブレットで
紙で行っていた点検・検査業務の効率化を図ります！
作業時間（＝コスト）を約 40％削減できる上に
作業品質も向上します！

● いつもの Excel® 点検表に必要な機能を
直接追加するだけで、現場でそのまま
入力できます。（システムサーバーも不要）
● キーボード入力・手書きの文字入力も
対応できます。
● Excel® 上でカメラの起動から撮影、
自動リサイズ貼り付けを行えます。
● 操作情報をログとして記録しているため、
報告書では見えない情報を管理できます。

工場検査装置の点検に

エレベーターの点検に

ビル･家屋の設備点検に

電気･ガス･水道の検針や点検に

製造品質･工程の管理や点検に

防塵・防滴・耐衝撃！ しかもタップでカンタン入力。過酷な現場で大活躍！
会議の出張費ダウンや移動時間の短縮が見込める上にビデオ会議と
で
ビデオ会議システム導入
Web 会議が繋がる” Web ハイブリッドモード” で混在会議を実現。
ませんか？ 社内外のコミュニケーションを活性化し「働き方改革」にも貢献します。
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簡単設定・簡単操作・簡単運用で IC カードのスマートな勤怠管理を実現いたします！
① 記録する

IC カードで
日々の出退勤を記録

③ 編集・集計

勤務パターンに合わせて
編集・集計

② 取り込む

勤怠管理ソフトに
サッと取り込み

④ 出力

最初に自社の勤務パターン等を登録しておけば、
あっというまにソフトが集計し、勤怠管理が驚くほど
スピーディーに。すぐに使えるオールインワン
パッケージで、誰でも
直感的な操作が可能です。
インターネット環境が
なくても使えるので
構築に費用や工数が
かかりません。

お使いの給与ソフトや
csv にデータ出力

６つのメリット

好きな時間を選んで、どこででも研修を受けることができます！（e-Learning）
習得度に合わせ、
ご自身のペースで学習できます。
新入社員教育、ベテラン社員の技術習得など
受講者のスキルに合わせて展開できます。
教育のための時間コストの削減にも
貢献できます。

世界最速の圧倒的プリントスピード
A4 片面カラー

9630/9631

A4 片面カラー 1,000 枚の
プリントにかかる時間

くるみ製本

160 枚 / 分
約 6 分 15 秒

請求書や DM などをプリントから
封入封かんまで自動で。

くるみ製本フィニッシャーモデル

A4 片面モノクロ

1.44
0.50

円/枚
円/枚

会議資料やチラシ作成を
効率的に処理。

メーリングフィニッシャーモデル

ィスワークのおともに！
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A4 片面フルカラー

中綴じ小冊子･Ｚ折り

封書作成

マニュアルやカタログなどを
プリントから製本まで自動で。

経済的なプリントコスト

マルチフィニッシャーモデル

会場に実物を準備しておりますので、
ぜひ！実際に座ってみてください！

■主な機能■
販売管理
（売掛業務）

●見積管理●受注管理●出荷管理

購買管理
（買掛業務）

●発注管理●仕入管理

スで
サーバーレ
す！
稼働可能で

●売上管理●請求管理●入金管理

●支払管理

在庫管理

※ 販売管理（売掛業務）および
顧客管理務機能のみを抜粋した

●在庫管理

版もご用意！

ライセンス
フリーです！

顧客管理

これまで
の機能も
さらに
機能アッ
プ！

●顧客管理

10月から施行された軽減税率にも対応！

すべての展示品を、
ぜひ！「見て」「さわって」「体験して」ご確認ください！

12 月 6 日（金）は・・・
アグサスビジネスプラザに
是非お越しください！！

〒792-0017 新居浜市若水町 2 丁目 3 番 30 号
TEL 0897-34-9181 FAX 0897-34-9182
URL https://www.agusas.co.jp

＜新居浜テレコムプラザ＞
住所 : 新居浜市坂井町 2 丁目 3 番 17 号

